
　「練馬子ども議会」では、中学生が議員となって、区政や区議会、選挙の仕組みを学習し、日ごろ疑問
に思っていることや区政に対する希望、意見を述べ、区長や教育長をはじめとする区幹部職員と活発な意
見交換を行います。子ども議員の学習の成果である委員会、本会議の場をぜひご覧ください。

日　　時：①平成25年７月24日（水）13：30～15：00　委員会
　　　　　②平成25年８月 １日（木）14：00～16：00　本会議
場　　所：①練馬区役所西庁舎　各委員会室　※傍聴できます。（受付は西庁舎７階）
　　　　　②練馬区役所西庁舎　議場　　　　※傍聴できます。（受付は西庁舎９階）
子ども議員数：51名（区内の中学生）

※写真は昨年度の子ども議会の様子です。

■教育課題研究指定校等の紹介 ■教員一年次（初任者）
研修会……………………………………………………２面
■五感をつかっておいしい体験 ■第31回練馬こどもま
　つりの開催 ……………………………………………３面
■一斉防災訓練の実施 ■練馬区ジュニアオーケストラ
　第28回定期演奏会の開催 ……………………………６面
■学校ビオトープの紹介 ■区立中学校選択制度について
■教育委員会の動き ……………………………………７面

■学校応援団の紹介 ■情報教育推進講座 ■青少年育成
　地区委員会の紹介 ……………………………………８面

本本本会本会本会会会会本本会本会本 のの様様様様様子子本本本本本本本本本本本本本本本本会会会会会会会会会会議ののの様様子様子様様子子のの様子子子子子子子様子

学習会の様子

練馬子ども議
会を開催します

【問合せ】青少年課 育成支援係〔電話5984－1292〕

主な内容

夏休みに行ってみよう！
　夏休みの学校プール開放や夏休み水泳教室、図書館
や児童館の夏の行事など様々な企画を４、５面で詳し
くご紹介しています。

第11644号
平成25年（2013 年）７月11日
練馬区教育委員会
練馬区豊玉北 6-12-1
☎3993-1111

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakkou/kyoikulink.html
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教育 だより 平成25年７月11日第164号

　教育委員会は教育課題研究指定校等を指定し、分かる授業・楽しい授業づくりを進めています。
　今年度は下記の幼稚園・小中学校が研究成果の発表を予定しています。発表日には他園・他校の教員、保護者、地域
の方にも授業を公開しています。

　東京都では、系統的・段階的に教員としての基礎的・基本的な知識・技能を確実に育成するために、東京都
若手教員育成研修を実施しています。今年度も練馬区では新たに区内で採用した135人（５月22日現在）の教

員等を対象に、校外における研修として、学級経営や学習指導など
の講義、生活指導の事例などについて対応を話し合うグループ討
議、水泳などの実技研修など年10回の研修、自分で研修内容を選
択する課題別研修、２泊３日の宿泊研修を行っています。また、所
属校の管理職や先輩教員の指導の下、年180時間以上の実践的な校
内研修を行っています。教員となった喜びと、大きな責任を胸に、
講師の言葉を聞き漏らさないように真剣な眼差しで研修に臨んでい
ます。

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話 5984－5759〕

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話 5984－5759〕

練馬区立幼稚園・小中学校では、校（園）内研究を通して
授業改善に努めています。

教員一年次（初任者）研修会教員一年次（初任者）研修会教員一年次（初任者）研修会教員一年次（初任者）研修会

【教育課題研究指定校】 【教育研究校（園）】

学　校　名 教育課題 発　表　日 学校（園）名 研究領域等 発　表　日

谷 原 小 学 校 学力向上 平成25年11月１日（金） 光が丘むらさき幼稚園 人間関係 平成25年11月22日（金）

石神井西中学校 学力向上 平成25年11月８日（金） 立 野 小 学 校 国語 平成25年12月６日（金）

開進第三小学校 豊かな心 平成25年11月29日（金） 大泉第一小学校 国語 平成25年12月13日（金）

開進第三中学校 豊かな心 平成25年10月25日（金） 大 泉 東 小 学 校 体育 平成25年11月21日（木）

光が丘秋の陽小学校
言語活動
の充実

平成25年11月28日（木） 開進第一小学校
国語、道徳、
体育

平成26年度

石神井東小学校
石神井東中学校

小中一貫教育 平成26年２月14日（金） 開進第四小学校 体育 平成26年度

光 和 小 学 校 学力向上 平成26年度 高 松 小 学 校 算数 平成26年度

中 村 西 小 学 校 豊かな心 平成26年度 光が丘四季の香小学校 生活、理科 平成26年度

開進第二小学校 体力向上 平成26年度 下石神井小学校 国語 平成26年度

光が丘春の風小学校 体力向上 平成26年度

上石神井中学校 学校図書館 平成26年度

【特別支援学級発表校】

学　校　名 研究領域等 発　表　日 学　校　名 研究領域等 発　表　日

旭 丘 小 学 校 全教育活動 平成26年２月21日（金） 中 村 中 学 校 全教育活動 平成26年１月31日（金）

大泉学園小学校 全教育活動 平成25年12月20日（金）
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教育 だより 平成25年７月11日第164号

　春日町保育園では、幼児クラスを中心に、栄養士による食育指導を行っ
ています。その一環として、４月になると夏野菜（ナスやピーマンなど）
の苗を植えています。
　子供たちは、水やりなどの世話をし、植物がどのように育っていくのか
を理解し、自然の持つ偉大さや不思議さや美しさに気づいていきます。子
供たちは、実った夏野菜を収穫しながら、
見て匂いをかいだり触ってみます。

　また、収穫した野菜を給食の時間に食べてみて歯ごたえや音、採りたての
野菜そのものの味を体験します。
　このように、食育という観点から五感を使った貴重な体験ができます。
　五感を使って収穫を経験し感動することをとても大切にしています。

【問合せ】保育課 管理係〔電話 5984－5839〕

　平成25年５月12日（日）、都立光が丘公園と都立石神井公園で「第31回練馬こどもまつり」を開催し
ました。「練馬こどもまつり」は、昭和58（1983）年から毎年開催され、今年で31回目を迎えました。
　快晴の中、親子連れなど延べ５万人以上が訪れ、様々な遊びを楽しんでいました。

   ステージ発表と約50の遊びを満喫
　今年のテーマは「青空に おおきくはばたけ こどもた
ち」。ステージでは、子供たちが合唱、和太鼓演奏、チ
アリーディング、ダンスなど、練習の成果を披露しま
した。また、会場内には、木工作教室やバルーンアー
ト体験など、様々な遊びが２会場でおよそ50用意され、
子供たちは満面の笑みを浮かべて楽しんでいました。

   アンケートに答えてシールをもらおう！
　子供たちには、こどもまつりの様々な遊びで楽しんだあとに、アンケートに答えて
もらいました。
　アンケートでは、感想などを記入してもらうほか、こどもまつりに関するクイズや
なぞなぞも盛り込まれ、「練馬こどもまつりのキャラクターの名前は『レインボー』
である。○か×か」といったクイズに答えてもらいました。アンケートに答えてくれ
た子供には、こどもまつり特製シールがプレゼントされました。
　また、両会場には、ねり丸も登場し、子供たちといっしょにこどもまつりを盛り上げてくれました。
  【問合せ】子育て支援課 子ども育成係〔電話 5984－5827〕

五感でおいしい体験
～夏野菜を育て採って食べて！～

第31回 練馬こどもまつり を
開催しました
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学校プール開放
～泳げなくても大丈夫！
　 水泳教室に参加して
　  泳げるようになろう！～

夏休みに行ってみよう！！

　　　　　　　　　もうすぐ、夏休みが始まります。楽しい時間を図書館で過ごしませんか？
　区立図書館には、学校にはない絵本や読み物、趣味やスポーツなどの本はもちろん、自由
研究に役立つ本がたくさんあります。課題図書や自由研究の本だけでなく、今まで読んだこ
とのない本を読めば、きっと新しい世界が広がります。
　本のほかにもＣＤやビデオなどの資料も用意しています。
　また、おはなし会などの楽しい催しもたくさんあります。この夏、ぜひ図書館へ来てみて
ください。

※休館日が祝日と重なる時は開館し、翌日休館となります。

　　   今年も9校の区立小学校のプールを一般開
放します。暑い夏、すずしいプールで元気に泳ぎましょう。
◆費用：1 回 50円（保険料含む）　※午前・午後の完全入れ替え制
◆申し込み：当日会場受付　
◆会場・日程：

学　校　名 開　放　日
旭丘小学校 旭丘2-21-1 8月6日(火) ～ 16日(金)
豊玉小学校 豊玉中4-2-20 8月4日(日) ～ 14日(水)
豊玉第二小学校 豊玉上2-16-1 8月10日(土) ～ 20日(火)
練馬第三小学校 貫井1-36-15 8月3日(土) ～ 11日(日)
田柄第二小学校 田柄1-5-27 8月3日(土)・4日(日)、10日(土)～ 18日(日)
旭町小学校 旭町2-29-1 8月7日(水) ～ 13日(火)

石神井東小学校（※） 南田中3-9-1 7月27日(土)・28日(日)・8月3日(土)・4日
(日)・10日(土)～ 16日(金)

上石神井北小学校 石神井台5-1-32 8月7日(水) ～ 17日(土)
大泉第四小学校 西大泉1-24-1 8月1日(木) ～ 11日(日)
※石神井東小学校は、8月10日（土）～ 14日（水）の期間は午後のみの開放となります。

（対　　象）区内在住・在学・在勤（来春小学校入学予定
の幼児以上）で５日間参加が可能な方。
※ 小学校2年生以下の方は、水着を着て一緒にプールに入
ることのできる18歳以上の付添者が必要です。

（内　　容）泳力に応じた班別指導、水中ゲーム等
（会場・日程）

学校名 住　所 日　程
A：向山小学校 向山2-14-11 8月 7日（水）～11日（日）
B：大泉第二小学校 南大泉4-29-11 8月12日（月）～16日（金）
C：石神井東小学校 南田中3-9-1 8月10日（土）～14日（水）

いずれも午前10時～正午まで（５日制）
（定　　員）各60名（抽選）
（参 加 費）1人150円（保険料など）※付添で参加する方も必
要となります。
（申込方法）封書に①教室名②希望の学校名（A・B・Cの別）
③参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・学校（幼
稚園・保育園）名・学年・泳げる距離（泳げない場合はその旨）・
電話番号を記入したものと、返信先を記入し、80円切手を貼っ

た返信用封筒（長形3号）を
同封のうえ、7月16日（必着）
までに〒176-8501 豊玉北
6-12-1スポーツ振興課振興
係へ郵送してください。
【問合せ】

スポーツ振興課 振興係
〔電話 5984－1948〕

★ 図書館利用のマナー★
・ 館内では静かに過ごしましょう
・ 本は大切に使いましょう
・ 返す日にちを守りましょう

図　書　館 内　容　・　と　き
※時間は開始時間　★は事前の申し込みが必要

平和台
（平和台１-36-17）
☎ 3931-9581
〔休館日〕
第1週を除く月曜日

おはなし会…第3水曜15：30
よみきかせ…第1･2･5水曜、第4日曜15：30
乳幼児向けおはなし会…8/1（木）11：00
おたのしみ会…8/4（日）14：00

関町
（関町南3-11-2）
☎ 3929-5391
〔休館日〕
第1週を除く月曜日

おはなし会…毎水曜15：00
乳幼児向けおはなし会…第4土曜11：00

稲荷山
（大泉町1-3-18）
☎ 3921-4641
〔休館日〕
第1週を除く月曜日

おはなし会…第2水曜15：30
おたのしみ会…７/27（土）14：00
ひよこのおはなし会…第2金曜11：00
★ かがくあそび工作会…７/31(水）15:30～
16:00、定員15名　

よみきかせ…上記を除く水曜15：30
★ 昆虫教室…8/11（日）、18日（日）、25日（日）
　9：00～定員各30名

南大泉
（南大泉1-44-7）
☎ 5387-3600
〔休館日〕
第1週を除く月曜日

おはなし会…第1水曜15：00
よみきかせ…上記を除く水曜15：00
夏休み工作会…7/31（水）15：00～16：00
図書館クイズ…7/23（火）～8/11（日）
夏休み調べ学習支援…7/23（火）～8/31（土）
13：00～17：00

南大泉図書館分室
こどもと本のひろば
（南大泉3-17-20）
☎ 3925-4151
〔休館日〕
第1週を除く月曜日

おはなしかい…第1水曜10：30
あかちゃんあつまれおはなしかい…第1・3日曜
11：00、第2・4金曜10：30
ひろば工作会…8/11（日）11：00
夏のおたのしみ会人形劇…8/17（土）14：00
かがくあそび…8/25（日）11：00
ひろばおはなしかい…上記を除く第2・4日曜11：00
探偵クイズ…7/23（火）～8/31（土）

光が丘
（光が丘4-1-5）
☎ 5383-6500
〔休館日〕
第2週を除く月曜日

おはなし会…
対象乳幼児と保護者：第2金曜14：00、第4金曜11：00
対象幼児と保護者：毎水曜11：00
対象幼児～小学校3年生：第1・3日曜、第2・4水曜15：00

手話付きおはなし会…8/25（日）15：00
本の探検ラリー…
幼児と小学生対象：7/27（土）・28（日）10：00～16：30

練馬
（豊玉北6-8-1）
☎ 3992-1580
〔休館日〕
第2週を除く月曜日

おはなし会…7/17（水）、8/21（水）15：30
おたのしみ会…水をテーマにしたおはなし会　
8/7（水）15：30
よみきかせ…上記を除く水曜15：30、毎日曜11：00
映画会…7/20（土）・8/3(土）・10（土）・17(土）・
24(土）10：00 　　 ※会場は生涯学習センター

石神井
（石神井台1-16-31）
☎ 3995-2230
〔休館日〕
第2週を除く月曜日

おはなし会…第3水曜15：00
よみきかせ…上記を除く水曜15：00
あかちゃんおはなし会…第3金曜11：00
おたのしみ会…8/4（日）11：00
★ちひろの水彩技法で「しおり」を作ろう
　…8/23（金）9：30～11：30、対象：小学生、定員30名

小竹
（小竹町2-43-1）
☎ 5995-1121
〔休館日〕
第2週を除く月曜日

おたのしみ会…７/24（水）15：30
おはなし会…７/31（水）、８/28（水）15：30
あかちゃんのおはなしかい…7/5（金）、8/2（金）10：30
よみきかせ…上記を除く水曜15：30

大泉
（大泉学園町2-21-17）
☎ 3921-0991
〔休館日〕
第3週を除く月曜日

おはなし会…第2土曜15：00
よみきかせ…毎水曜15：00
乳幼児向けおはなし会…第3火曜11：00
夜のおはなし会…8/19（月）18：00
図書館を使ってしらべよう…8/6(火）・7(水）・
8(木）・9(金）・20（火）・21(水）・22（木）・23(金）
各日10:00～12:00と13:00～16:00
★なつのおたのしみ会…７/20（土）14：00～15：30、定員30名
★図書館ツアー…7/26（金）11：00～12：00　定員10名
★一日図書館員…8/2（金）13：00～16：00　定員5名

貫井
（貫井1-36-16）
☎ 3577-1831
〔休館日〕
第3週を除く月曜日

おはなし会…第3木曜15：30
よみきかせ…第3を除く木曜15：30
ぬくぬくベビーおはなし会…7/16（火）、8/20（火）11：00
★図書館ツアー…7/20（土）
★ 夏のおたのしみ会…映画上映会+ぬいぐるみ
のおとまり会　7/21（日）14：00

★出張図書館 しらべる講座（小学4～6年生対象）
　 その1「石神井川の記憶～貫井図書館から石
神井川まで歩いてみよう！～」8/1（木）

　 その2「赤ちゃんとふれあおう＠貫井ぴよぴよ」8/2（金）
しらべるおうえん隊…7/30（火）～8/16（金）の
平日13：00～17：00
★実験！身近なもので和紙作り…8/11（日）14：00

春日町
（春日町5-31-2-201）
☎ 5241-1311
〔休館日〕
第3週を除く月曜日

おはなし会…毎水曜15：30
えほんとなかよし…第3月曜11：00
だっこでおはなし…第3木曜11：00
「こども読書絵画展」展示…７/23（火）～8/25（日）
　（7/21（日）まで作品募集）　
夏休み宿題おたすけ隊　
　★ 第１弾：小学生のための宇宙教室…8/3（土）

14：30～、定員30名
　★ 第2弾：百科事典の達人になろう！本とインターネッ
トでしらべる方法…8/11（日）10：00～、定員20名

南田中
（南田中5-15-22）
☎ 5393-2411
〔休館日〕
第3週を除く月曜日

水曜おはなし会…7/10（水）15：30
土曜おはなし会…第4土曜11：00　
こわいおはなし会…8/14（水）15：00
ニコニコあかちゃん（乳幼児向けおはなし会）…
第1・3水曜11：00
１日図書館長と図書館員によるお楽しみ会…
7/31（水）、8/1（木）14：30
★夏休み子供科学教室…8/3（土）、8/17（土）
14：00、定員30名 
昔話の世界へ（展示・おはなし会）…8/7（水）、
8/9（金）、8/21(水）15：30、8/23（金）18：00
調べ学習応援隊…7/23（火）・24(水)・25（木）・28（日）・
8/6（火）・8（木）・20（火）・22（木）10：00-12：00と
13：00-16：00、7/26（金）・27（土）13：00-16：00

図書館夏の行事一覧

◆注意事項：
• 利用時間は午前10時～正午、午後1時～ 3時です。
• プールに入る際には、必ず水泳帽を着用してください。
• 小学校 2年生以下のお子さんが入場する際には、水着を着て一緒にプールに入ることの
できる18歳以上の付添者が必要です。(1名の付添者につき2名のお子さんが入場できます。
付添者も費用がかかります。)
•  おむつの取れていない乳幼児のお子さんはご利用できません。
•  装身具（アクセサリー、時計等）は全て外してください。
•  貴重品（携帯電話、財布等）はお持ちにならないようお願いします。
• 浮き輪以外の遊具の持込はできません。
• 車・自転車でのご来場はご遠慮ください。

夏休みは児童館へ行こう！

～夏休みは学校プールにいこう！～

施　設　名 内　容　・　日　時

平和台児童館　
☎3933-0297

みんなでおやつ…7/31（水）15:00～16:00
平和を考える一日（すいとん食べる）
  …8/9（金）11:30～14:30（箸とお椀持参）
★サマーライブ…8/28（水）15:30～17:00

栄町児童館
☎3994-3287

連合行事…7/25（木）
★夏の遠足…7/31（水）9:00～17:00

石神井児童館　
☎3996-3800

連合行事…7/26（金）
しゃっくーサマーフェスティバル（人形劇など）
  …8/1（木）15:15～16:15

北大泉児童館　
☎3921-4856

工作週間…8/7～9（水～金）14:30～16:30
映画デイ…8/21（水）・22（木）15:00～16:00
連合行事（ドッジボールほか）…8/29（木）

光が丘児童館　
☎3975-7137

わくわく工作…7/31（水）、8/7（水）・28（水）15:00
～17:00
★平和についてかんがえよう…8/15（木）10:00～13:00

上石神井児童館
☎3929-0999

幼児水遊び（着替え・タオル持参）
 …8/2（金）・9（金）・16（金）・21（水）10:45～11:30
小学生水遊び（着替え・タオル持参）
 …8/5（月）・23（金）15:00～16:00
工作…8/20（火）10:45～11:30
ミサンガを作ろう…8/24（土）14:30～16:30

土支田児童館　
☎3925-4784

★星空観察会…7/20（土）19:00～21:00 
水遊び（水着・バスタオル持参）
  …8/13～16（火～金）15:30～16:30
連合行事…8/29（木）

春日町児童館　
☎3998-8799

★泥団子づくり（両日参加できる人のみ）
  …８/１（木）・２（金）午後（時間未定）
★夏の遠足（ビール工場見学） …８/30（金）

中村児童館
☎3998-4890

サマーステージ（児童による出し物など）…７/20（土）
ベーゴマ大会…８/３（土）
連合行事…８/29（木）

南田中児童館　
☎3995-5534

★夕涼み会…7/13(土)17:00～19:00
（当日券あり）（靴袋・買い物袋持参）

北町児童館
☎3931-5481

連合行事…7/25（木）
北町阿波踊り…7/27（土）17:30～21:00
★ワークショップ（パネルシアター）
  …8/29（木）15:00～16:30

関町児童館
☎3920-1601

夏祭り…8/31(土)16:00～18:00
※時間等変更になる場合があります。詳しくは館
便りをご覧ください。

東大泉児童館　
☎3921-9128

連合行事…7/26（金）
わくわく工作…8/6（火）・23(金)14:30～16:30
作って遊ぼう…8/8（木）・20(火)14:30～16:30
点字の名前シールを作ろう…8/16(金)10:00～
11:30、14:30～17:00

石神井台児童館
☎3995-8267 連合行事…7/26（金）

西大泉児童館　
☎3924-9537 連合行事…7/26（金）

三原台児童館　
☎3924-8796

おばけトンネル…7/31（水）、8/1（木）（10:00～12:00、
14:00～16:00）、8/2（金）（10:00～11:30、13:00～15:00）
連合行事…8/29（木）

なかよし児童館
☎5997-7720

工作週間…7/30～8/2（火～金）10:00～11:30、14:00～16:00
おばけめいろ…8/22（木）13:00・15:00、8/23（金）10:30・16:30
青春のロックフェス2013（中高生楽器演奏）…
8/31（土）9:30～12:00※観覧のみ

厚生文化会館　
☎3991-3080

おばけやしき…8/1（木）13:30～16:30、8/2
（金）10:30～11:30（幼児対象）、13:30～15:30

児童館夏の行事一覧

　　　　　持ち物や事前の申し込みが必要な催しもあります。
詳しくは、各児童館にお問い合わせください。

（★は事前申し込み）

※ 連合行事…複数の児童館が共催し
て、ドッジボール大会やゲームな
どを行います。

～泳げなくても大丈夫！

夏休み水泳教室

　　　もうすぐ、夏休みが始まります。楽しい時間を図書館で過ごしませんか？

夏休みは図書館へ行こう！

【問合せ】スポーツ振興課 振興係〔電話 5984－1948〕
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　練馬区教育委員会では、平成25年６月18日（火）に区立学校および保育所等において、一斉防災訓練を行
いました。練馬区で震度６弱の揺れが確認され、交通機関が各所で寸断されているという状況を想定し、幼
児・児童・生徒の避難行動、保護者への引渡しおよび防災行政無線等
による情報伝達訓練を中心に実施しました。また、今回の訓練では、
区立の幼稚園、小学校、中学校、小中一貫教育校での実施に加え、ひ
ろば事業や学童クラブ、保育所、児童館、青少年館、子ども家庭支援
センター等の施設および私立の幼稚園、保育所、認証保育所において
も同時に実施し、練馬区の幼児・児童・生徒の育成に関わる機関・施
設の実施対象をさらに広げました。
　幼稚園と小学校および中学校に在籍するお子さんの引取りを行った
保護者の方からは、「子供が異なる校種に在籍していても、同じ訓練

に参加できる機会はこれまで無かったので有意義だった。全ての子供をみ
んなで守ることの大切さを改めて実感した。」との声が聞かれました。
　練馬区では、今回の訓練を通して分かった課題について改善策を検討す
るとともに、関係機関や保護者および地域社会との連携を一層図ってまい
ります。

【問合せ】教育指導課 指導主事〔電話 5984－5759〕
教育総務課 庶務係〔電話 5984－5609〕

練馬区教育委員会
一斉防災訓練を行いました。を行いました。

練馬区教育委員会
一斉防災訓練を行いました。

　平成25年３月24日（日）、練馬文化センター大
ホールにおいて、練馬区ジュニア・オーケストラ第
28回定期演奏会を開催しました。団員たちは日頃
の練習の成果として、喜歌劇「こうもり」序曲やド
ヴォルザークの交響曲第９番他を演奏し、観客の皆
さんから惜しみない拍手が送られました。
　次回は、平成26年１月26日（日）に練馬文化セ
ンター大ホールで第29回定期演奏会を開催する予
定です。ぜひご来場ください。(入場無料)
　また、ジュニア・オーケストラでは随時入団オー
ディションを行っています。募集楽器など詳しく
は、総合教育センターまでお問合せください。

【問合せ】総合教育センター管理係〔電話 3904－4881〕

成 年 （ ） 練 文化 大

練馬区ジュニア・オーケ
ストラ

第28回定期演奏会を開
催しました！

練馬区ジュニア・オーケ
ストラ

第28回定期演奏会を開
催しました！

「定期演奏会の様子」

幼小中三兄弟の引き取り幼小中三兄弟の引き取り

豊玉第三保育園での訓練の様子豊玉第三保育園での訓練の様子



教育 だより 平成25年７月11日第164号

教育委員会の動き（平成25年４月～６月）
　平成25年４月から６月までの教育委員会は、定例会６回を開催いたしました。主な議案、視察等は下記のと
おりです。詳細な案件につきましては区ホームページもしくは下記【問合せ】にてご確認ください。

・特別支援学級調査委員会への諮問について
・ 練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師の公務災害補償に関する条
　例の一部を改正する条例の制定依頼について
・練馬区立図書館条例の一部を改正する条例の制定依頼について
・区長の権限に属する事務の補助執行に関する協議について (他５件)

・南大泉図書館分室
・豊玉小学校における授業

～教育委員会は傍聴できます～　教育委員会では、教育行政全般について、審議し決定しています。開催日、議題
およびこれまでに開催した会議の詳しい内容については、区ホームページに掲載しています。会議はどなたでも傍
聴できます。傍聴を希望する方は、開催場所を確認の上、開催当日に手続をしてください。なお、傍聴の受付は会議
開始時間の30分前から始め、傍聴者が18名に達した時点（原則として先着順）で締め切らせていただきます。

【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984－5609〕
【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gakko/kyoikuiinkai/index.html

【問合せ】学務課 学事係〔電話 5984－5659〕
【ホームページアドレス】http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/kyoiku/shochu/gakkosentaku/index.html

【問合せ】教育総務課 庶務係〔電話 5984－5609〕

議　案

視　察

学校
ビオトー

プ
とは？

学校
ビオトー

プ
とは？

　校庭などに作られた人工的な水辺等を学校ビオトープと呼び、それ自体が生き物の生息空間に
なっており、環境教育のほか様々な授業の中で活用されています。

　田柄第二小学校の学校ビオトープは、４年生が四季の様子を観察し１年を通して授業に活用されています。
　取材に訪れた５月の下旬には、緑あざやかなビオトープが玄関の横に広がっていました。その中心には池があ
り、たくさんのおたまじゃくしや小さな魚の泳ぐ姿も見えました。
　自然に近い状態で草が生い茂り、様々な生き物の姿を見ることができるビオトープは４年生だけでなく、全校
児童にも身近な自然環境となってい
ます。
　また、田柄第二小学校のビオトー
プではＰＴＡ主催のホタル鑑賞会も
行われています。ホタルを通じて子
供たちが自然への興味や関心を高
め、地域の方もご招待するなど、子
供たちと地域に愛されるビオトープ
にもなっています。

田柄第二小学校田柄第二小学校

学校ビオトープをご紹介します学校ビオトープをご紹介します

【ホ ムペ ジアドレス】htt // it i t k j /k hi/k ik / h h / kk t k /i d ht l

平成26年度新中学１年生対象「区立中学校の学校選択制度」
　区では、「保護者・生徒の意思を尊重する公平で透明性のある制度」
と、「魅力ある学校づくり」を目的として、平成17年度から区立中学校
の学校選択制度を実施しています。
　学校選択制度では、保護者・生徒（平成25年10月１日現在練馬区在住
の方）が、入学を希望する中学校を選ぶことができます。ただし、通学区
域外からの選択希望者数が、通学区域外からの受け入れ可能人数を大幅に
超えた学校は、抽選を行います。
　なお、通学区域内の学齢者数が多く、通学区域外からの生徒を受け入れ
ることにより学校施設（教室数）が不足する可能性が高い学校について
は、通学区域外からの生徒の受け入れを行なわない場合があります。
※教育委員会では、学校選択制度による学校間の生徒数の差の広がりなど
の課題について、６月に練馬区立中学校選択制度検証委員会を設置し
て、検証を進めています。

【今後 の予定】
◆９月初旬：６年生に「平成26年度入学 
練馬区立中学校 学校案内」（冊子）を
配布

◆10月初旬：選択希望票を配付
◆11月初旬：選択希望票提出締切
※配付および提出は、区立小学校在籍児
童は在籍小学校を通して、その他の
小学校在籍児童は郵送で行います。

※学校選択制度の詳しい内容やQ＆A
は、区ホームページでご覧いただけま
す。

玄関から見たビオトープの様子玄関から見たビオトープの様子 ホタル池の様子ホタル池の様子
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　大泉第四小学校は、５月のなかまづくりイベントとして「春だ！みんなでスポーツしよう！！」を開催しまし
た。今回は「障害物競争」と「ドッヂ
ビー」を行い、思いっきりからだを動かし
ました。中でもボール代わりの柔らかい
ディスクを使うドッヂビーは、子供たちが
チームの子たちと協力し、勝負は大変白熱
しました。最後は拍手をしてお互いの健闘
をたたえあいました。

　区内には17の地区委員会があり、青少年育成地区委員が子供たちのために地域の特色を生かした行事や環境浄
化活動を行っています。今回は、第五地区委員会の遠足の行事について紹介します。

　平成25年５月11日（土）、今年度初の事業で３年ぶりの「潮干狩り」。船橋市の三番瀬海浜公園での実施を計画しました。
　当日、朝７時集合。空は晴れ。豊渓小・八坂小・光が丘四季の香小の子供たち100名
が元気に集合。しかし出発して１時間半後、バスのガラス窓に雨滴がポツポツきて、現
地は横なぐりの風雨でした。役員で相談の上、中止を決定し、その足で上野公園にあ
る国立科学博物館に直行しました。日本館、地球館を２時間ほどかけてじっくり見学
することができました。
　潮干狩りの準備万端でしたが、天候には勝てず、結局この日は１日中雨でした。最初
は悔しがっていた子供たちも、行事を変更して楽しい１日を過ごすことができました。

　豊玉南小学校応援団では、学校応援団まつり『トミーズまつり』が開催されました。学校応援団・ＰＴＡ・地域
の方々が協力して、校庭と体育館で
はフリークライミング、各種スポー
ツ、風船ドームを行い、ひろば室と
図書室では工作を行いました。
　どのブースも行列ができるほど大
人気で、子供たちは学校中を走り
回って、笑顔でスポーツや工作を楽
しんでいました。

青少年育成地区委員会の紹介青少年育成地区委員会の紹介

豊玉南小学校応援団 応援団まつり豊玉南小学校応援団 応援団まつり豊玉南小学校応援団 応援団まつり

【問合せ】子育て支援課 学校応援団・開放係〔電話5984－1057〕

【問合せ】青少年課 青少年係　〔電話5984－4691〕

【問合せ】青少年課 育成支援係〔電話5984－1292〕

学校応援団の紹介学校応援団の紹介学校応援団の紹介学校応援団の紹介

　親子（小学生対象）で新聞スクラップなどを行いながら、新聞に親しみ、新聞
を読む習慣を身につけてもらうことをねらいとしています。

■日時・場所（連続講座です）
　８月15日（木）・16日（金）10時～12時　練馬区役所本庁舎20階　交流会場
■講師　新聞教育支援センター代表　吉成 勝好 氏

※写真は昨年度の講座の様子です。

※事前申込制　７月22日（月）から受付開始

Nｏ.8Nｏ.8
　学校応援団は地域の方が中心となって、放課後の児童の遊び場の確保・異年齢児の交流・読書の推進を図る組織
です。シリーズ第８弾は２つの学校応援団を紹介します。

大泉第四小学校応援団 スポーツ大会大泉第四小学校応援団 スポーツ大会大泉第四小学校応援団 スポーツ大会

平成25年度  情報教育推進講座

「親子で新聞スクラップ！～新聞を読む習慣を身につけよう～」「親子で新聞スクラップ！～新聞を読む習慣を身につけよう～」

絶対勝つぞ！！絶対勝つぞ！！ よく見てよけよう！よく見てよけよう！

国立科学博物館にて国立科学博物館にて

ボトルシップを作りました。ボトルシップを作りました。 完成品です。完成品です。どんどんのぼるぞ！！どんどんのぼるぞ！！
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